
WORLD MODE HOLD INGS
主要取引先実績

A.P.C.Japan 株式会社
ALPHA ESSE 株式会社
BCBGMAXAZRIA　JAPAN 株式会社
BLBG 株式会社
CHOYA 株式会社
COLE HAAN JAPAN 合同会社
Deckers Japan 合同会社
ELGC 株式会社
Fashion Box Japan 株式会社
GAS　JAPAN 株式会社
Geox Japan 株式会社
H1GLOBAL 株式会社
HACCIｓ　JAPAN 合同会社
HOLPAF. B.V
I.T.'S. インターナショナル株式会社
Institut Esthederm Japan 株式会社
INTS　its not the same japan 株式会社
JAZZ FAR EAST 合同会社
Jimmy Choo Tokyo 株式会社
LVMH ウォッチ・ジュエリージャパン株式会社
LVMH ファッション・グループ・ジャパン株式会社 エミリオ・
プッチ ジャパン
LVMH ファッション・グループ・ジャパン株式会社 ジバン
シィ ジャパン
LVMH ファッション・グループ・ジャパン株式会社 セリー
ヌ ジャパン
LVMH ファッション・グループ・ジャパン株式会社 ロエベ 
ジャパン
LVMH フレグランスブランズ株式会社
M.C.L Design Japan 株式会社
MARK　STYLER 株式会社
MCM　Fashion Group Japan 株式会社
OMOTENASHI 株式会社
P&G マックス ファクター合同会社
SC.Cosmetics 株式会社
True Religion Japan 株式会社
UNIT&GUEST 株式会社
VF ジャパン株式会社
WELSKINJAPAN 株式会社
アイア株式会社
アイエフシー・ホールディングス株式会社
アガタジャポン株式会社
アクセーヌ株式会社
アシックスジャパン株式会社

アッシュ･ペー･フランス株式会社
アディダスジャパン株式会社
アナディス株式会社
アピヴィータ･ジャパン株式会社
アメリカンラグシー ジャパン株式会社
アモーレパシフィックジャパン株式会社
アルソア本社株式会社
イオンディライト株式会社
イギン株式会社
イソップジャパン株式会社
イトキン株式会社
インターブリッジ株式会社
ヴァレンティノ ジャパン 株式会社
ヴィク株式会社
ウイルビー株式会社
ウェルテック･テキスタイル･デザイン･アンド･テクノロジー
株式会社
ウォーターフォード・ウェッジウッド・ジャパン株式会社
エイチ・アンド・エム　ヘネス・アンド・マウリッツ・ジャ
パン株式会社
エコー･ジャパン株式会社
エス・テー・デュポン　ジャポン株式会社
エスケイコーポレーション株式会社
エフ・ジー・ジェイ株式会社
エムズグレィシー株式会社
エリット株式会社
エルメスジャポン株式会社
オークリージャパン株式会社
オールスタイル株式会社
オプテックヴィジョン株式会社
オルビス株式会社
カネボウ化粧品販売株式会社
カバーマーク株式会社
ギャップインターナショナル株式会社
キャンドルウィック株式会社
クイックシルバー・ジャパン株式会社
クヴォン・デ・ミニムジャポン株式会社
クラランス株式会社
クリケット株式会社
クリスチャンディオール株式会社
クリストフルジャパン株式会社
クロックス・ジャパン合同会社
グロッセ・ジャパン株式会社
クロヌドゥール・ジュエリー株式会社



ゲラン株式会社
ケンゾーパリジャパン株式会社
ケンネル & シュメンガージャパン株式会社
コーチ・ジャパン合同会社
コロネット株式会社
コントワー・デ・コトニエ　ジャパン株式会社
ザ・パフュームマリー &Co. 株式会社
サキヤクリエイト株式会社
サボイ株式会社
サムソナイト･ジャパン株式会社
ジー・アール・アイ・ジャパン株式会社
シーアイ・ショッピングサービス株式会社
ジーケージャパンエージェンシー株式会社
ジースターインターナショナル株式会社
ジェイアール東日本商業開発株式会社
ジェイエムウエストン・ジャパン株式会社
シスレージャパン株式会社
ジャヴァグループ
ジャック ルマン ジャパン株式会社
シャネル株式会社
ジュリーク・ジャパン株式会社
ショパール ジャパン株式会社
ジョルジオ・アルマーニ・ジャパン株式会社
スウォッチ グループ ジャパン 株式会社
スタイル株式会社
スタジオイーアール
スワロフスキー・ジャパン株式会社
セイクリッドハートウォーリアーズ
セーレン株式会社
ゼニア　ジャパン株式会社
タカヤ商事株式会社
タキヒヨー株式会社
タダシインターナショナル有限会社
タビオ株式会社
ダミアーニ･ジャパン株式会社
タルゴジャポン株式会社
チャールズ＆キースジャパン株式会社
チュンティンジャパン株式会社
ディーゼルジャパン株式会社
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク
ディプティックジャパン株式会社
ティンバーランドジャパン株式会社
テーラーメイド　ゴルフ株式会社
デビアス ダイヤモンド ジュエラーズ ジャパン株式会社
デルボー・ジャパン株式会社
テンピュール・シーリー・ジャパン有限会社
トッズ・ジャパン株式会社
トムフォードリテールジャパン合同会社
トモエ商事株式会社
トラベル・リテール・ショップス沖縄株式会社

トランスグローバルマーチャンダイズ株式会社
トランソニック株式会社
トリスタン化粧品株式会社
トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社
ドルチェ・アンド・ガッバーナ・ジャパン株式会社
トレチェントウノ株式会社
トロールビーズジャパン株式会社
ナチュラルランデブージャパン株式会社
ニッキー株式会社
ニューウェル・ラバーメイド・ジャパン株式会社
ノミネーションジャパン株式会社
バーバリー･ジャパン株式会社
バカラ　パシフィック株式会社
バスストップ株式会社
パテックフィリップ　ジャパン
ハリー・ウィンストン・ジャパン株式会社
パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社
はるやま商事株式会社
ハンティングワールドジャパン株式会社
パンピューリジャパン株式会社
ピアスショップワーク株式会社
ピアス株式会社
ビクトリノックス・ジャパン株式会社
ヒューゴ ボス ジャパン株式会社
ヒロタ株式会社
ファイブクリエイツリミテッド株式会社
プーマ　ジャパン株式会社
フェラガモ・ジャパン株式会社
フェンディ・ジャパン株式会社
フォーティファイブアールピーエムスタジオ株式会社
フカヤ株式会社
ブヘラジャパン株式会社
プラダジャパン株式会社
ブランシェス株式会社
ブルーノマリ　ジャパン株式会社
ブルーベル・ジャパン株式会社
ブルーミング中西株式会社
ブルガリ　ジャパン　株式会社
ブルジョワ株式会社
フルラジャパン株式会社
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社
プロディア株式会社
ベアエッセンシャル株式会社
ヘインズブランズジャパン株式会社
ベネトン　ジャパン株式会社
ベルルッティ ジャパン株式会社
ペンハリガンジャパン株式会社
ホビックス株式会社
ポメラートジャパン株式会社
ボンポワンジャポン株式会社



マークジェイコブスジャパン株式会社
マージュ･ジャポン株式会社
マイケル・コースジャパン株式会社
マツオインターナショナル株式会社
マックアダムス・ジャパン株式会社
ミズノ株式会社
メルヴィータ・ジャポン株式会社
メローイエロージャパン株式会社
モーブッサン・ジャパン株式会社
ヤーマン株式会社
ヤマトインターナショナル株式会社
ラ・プレリージャパン株式会社
ラブリークイーン株式会社
ラルチザン　パフューム　ジャポン株式会社
ラルフローレン株式会社
ランバンジャパン株式会社
リーバイ・ストラウス　ジャパン株式会社
リシュモン ジャパン株式会社
リデア株式会社
リヤドロジャパン株式会社
ル･クルーゼジャポン株式会社
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社
ルコライン・ジャパン株式会社
レイナ株式会社
レブロン株式会社
ローラアシュレイジャパン株式会社
ロクシタン　ジャポン株式会社
ロハスコスメ株式会社
ロベルトカヴァリジャパン　株式会社
ロロ・ピアーナ　ジャパン株式会社
ロンシャン･ジャパン株式会社
ワタイチ株式会社
青山商事株式会社
伊藤忠商事株式会社
伊藤忠食品株式会社
一新時計株式会社
一般社団法人 日本アパレル・ファッション産業協会
内田製靴株式会社
栄光時計株式会社
栄光商事株式会社
大磯産業株式会社
大賀株式会社
花王カスタマーマーケティング株式会社
貝印株式会社
片岡商店株式会社
株式会社 3.1 フィリップリム・ジャパン
株式会社 ACRO
株式会社 BLOOM
株式会社 BOLS・1987
株式会社 C.H. リテイリン

株式会社 ca.ci.co
株式会社 CISC
株式会社 CLUB21JAPAN
株式会社 CN ジャパン
株式会社 D.T.J.
株式会社 Decoration Desire
株式会社 DEICA JAPAN
株式会社 DoCLASSE the Store
株式会社 eight
株式会社 F・O・インターナショナル
株式会社 FELICE TOWAKO
株式会社 fitfit
株式会社 FREE'S INTERNATIONAL
株式会社 Gadget T
株式会社 HGS
株式会社 IBF.M
株式会社 IDEAKI
株式会社 ITS'DEMO
株式会社 JALUX
株式会社 JIMOS
株式会社 JS.WORKS
株式会社 Kankou
株式会社 KS プランニング
株式会社 M's-mind
株式会社 Mars international
株式会社 MDS
株式会社 MIMC
株式会社 M's CREW
株式会社 MTG
株式会社 N.D.C.Japan
株式会社 PalmＴree
株式会社 R&G JAPAN
株式会社 SBY
株式会社 SOPIC
株式会社 Sweet Mist
株式会社 T's トレーディング
株式会社 TASAKI
株式会社 terrace
株式会社 THANN ナチュラル
株式会社 TSI グルーヴアンドスポーツ
株式会社 TWIGGY
株式会社 UNHWA JAPAN
株式会社 YOUR SANCTUARY
株式会社アーヴェル・シュシュ
株式会社アーカー
株式会社アージュ
株式会社アートバーグ
株式会社アーバンリサーチ
株式会社アイエスシージャパン
株式会社アイケイ



株式会社アイドル
株式会社アインソフ
株式会社アオイ
株式会社アキアゴーラカイタック
株式会社アクセソワ･ドゥ･マドモアゼル
株式会社アクリスジャパン
株式会社アズ
株式会社アズノゥアズ
株式会社アダストリア
株式会社アトリエドール
株式会社アニエスベー サンライズ
株式会社アニヤ･ハインドマーチ　ジャパン
株式会社アバハウスインターナショナル
株式会社アバハウスリテールパートナーズ
株式会社アビサル･ジャパン
株式会社アマン
株式会社アモリコ
株式会社アリエルトレーディング
株式会社アリシア
株式会社アルビオン
株式会社アルファ
株式会社アルファベットパステル
株式会社アルページュ
株式会社アングローバル
株式会社アンテプリマジャパン
株式会社アンナケリー
株式会社アンネ松本
株式会社イーストランド
株式会社イースリー
株式会社イオンフォレスト
株式会社イズム
株式会社イッセイミヤケ
株式会社イデアインターナショナル
株式会社イデムインターナショナル
株式会社イプサ
株式会社イマック
株式会社イマノエル
株式会社イング
株式会社ヴァンドームヤマダ
株式会社ウィンフィールド・ライフリサーチ
株式会社ウールン商会
株式会社ウェーブコーポレーション
株式会社ヴェルサーチ ジャパン
株式会社ウェルセル
株式会社ヴェレダ・ジャパン
株式会社ウンナナクール
株式会社エアウィーヴ
株式会社エイ・ネット
株式会社エーアンドエス
株式会社エージー・ジャパン

株式会社エキップ
株式会社エクリュ
株式会社エス・アイ・ピー
株式会社エスカーダ・ジャパン
株式会社エスシステム
株式会社エスト
株式会社エストネーション
株式会社エストロワ
株式会社エッセンシャルズ
株式会社エテュセ
株式会社エトロ　ジャパン
株式会社エフ・ディ・シィ・フレンズ
株式会社エマルシェ
株式会社エム・アイ・ディー
株式会社エムアイエス
株式会社エリマキ
株式会社エル・エス・ピー
株式会社エル・ターミナル
株式会社エルサプライ
株式会社エレファント
株式会社エン
株式会社オーバーシーズサプライコーポレイション
株式会社オギツ
株式会社オッジ･インターナショナル
株式会社オフィスあゆ川
株式会社オブリ
株式会社おもちゃ箱
株式会社オリゾンティ
株式会社オルラーヌジャポン
株式会社オンワードグローバルファッション
株式会社オンワード樫山
株式会社カイタック　インターナショナル
株式会社カイタック　ファミリー
株式会社カイラニ・インターナショナル
株式会社カクテルファスト
株式会社カドリールインターナショナル
株式会社カミツレ研究所
株式会社カルネ
株式会社キタムラ
株式会社キャブリーインターナショナル
株式会社ギャラリー・ド・ポップ
株式会社ギャラリークリエイション
株式会社ギャルソンヌ
株式会社キャンストアオペレーション
株式会社キャンデラインターナショナル
株式会社ギンガムジャパン
株式会社キング
株式会社クイーポ
株式会社グッドホープ総研
株式会社グラフィス



株式会社グラム
株式会社グリーンパーク
株式会社クリエイト
株式会社クリスチャンルブタン　ジャパン
株式会社グリップインターナショナル
株式会社クレッセント
株式会社クレヨン
株式会社グローバルクリエイト
株式会社クロスロード
株式会社ケイエスリミテッド
株式会社ケイズインターナショナル
株式会社ケイスタイル
株式会社ケイト・スペード　ジャパン
株式会社ケーツー・インターナショナル
株式会社ケティ
株式会社ケリング ジャパン
株式会社コ・スターリング
株式会社コーエン
株式会社コーセー
株式会社コスギ
株式会社コスメティック・クリエーション・パリ
株式会社コックス
株式会社コム・デ・ギャルソン
株式会社コモード
株式会社コレット
株式会社コンプレックス・ビズ・インターナショナル
株式会社コンランショップ・ジャパン
株式会社サーズ
株式会社さいか屋
株式会社ササキ
株式会社サザビーリーグ
株式会社サダマツ
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド
株式会社ザラ・ジャパン
株式会社サリブン商事
株式会社サンエー・インターナショナル
株式会社サンエー・ビーディー
株式会社サンクリエーション
株式会社サンズ・ホールディングス
株式会社サンフランシスコ・エンタープライズ
株式会社サンヨーニット
株式会社ジー・エム・ティー
株式会社ジーズニューコンセプト
株式会社シービック
株式会社シーマ
株式会社シーラボ・カスタマー・マーケティング
株式会社ジェイ・シー・ビー・ジャポン
株式会社ジェイアール東海髙島屋
株式会社ジェイアイエヌ
株式会社ジェイブランド・ジャパン

株式会社ジオンパーソナルサポート
株式会社シカタ
株式会社シップス
株式会社シティーヒル
株式会社シナジーカンパニージャパン
株式会社シマムラトーキョー・コーポレーション
株式会社ジャパンイマジネーション
株式会社シュウエイトレーディング
株式会社ジュン
株式会社ジュン　アシダ
株式会社ジョイックスコーポレーション
株式会社ジョイントワークス
株式会社ジョージジェンセンジャパン
株式会社ジョリーブティック
株式会社ジョリマリエ
株式会社ジョンブル
株式会社ジョンロブ ジャパン
株式会社スイスライン ジャパン
株式会社スーパープランニング
株式会社スタージュエリーブティックス
株式会社スタイラ
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス　BCL カ
ンパニー
株式会社スタイルホルダー
株式会社スタッフインターナショナル ジャパン
株式会社スタニングルアー
株式会社スティーブン･デュエック･ジャパン
株式会社ステータス
株式会社ステラマッカートニージャパン
株式会社ストゥーディオアッカ
株式会社ストックマン
株式会社スパッツィオ
株式会社スプレンダーズアンドカンパニー
株式会社スリーク
株式会社スローウエアジャパン
株式会社セットゥユイットゥ
株式会社セビアン
株式会社セルツリミテッド
株式会社セントロニックス・ジャパン
株式会社ソアリーク
株式会社そごう・西武
株式会社ソスウインターナショナル
株式会社ダイマツ
株式会社タイムレス
株式会社ダイヤモンドＫ
株式会社チームキット
株式会社チチカカ
株式会社ちふれ化粧品
株式会社土屋鞄製造所
株式会社ディーエイチシー



株式会社ティーグラウンド
株式会社テイク 4 International
株式会社ティティエヌ
株式会社ティポアアンドカンパニー
株式会社ティムコ
株式会社ティンパンアレイ
株式会社テトラスター
株式会社デュアルヴュー
株式会社テル・ア・テール
株式会社ドームヒューマンキャンパス
株式会社トウスジャパン
株式会社ドゥニーム
株式会社トゥミ ジャパン
株式会社トゥモローランド
株式会社トゥルーネイチャー
株式会社ドクターシーラボ
株式会社トミーヒルフィガージャパン
株式会社トモズ
株式会社トライアイズビジネスサービス
株式会社トラヤ
株式会社トリート
株式会社ナイスクラップ
株式会社ナイツブリッジ・インターナショナル
株式会社ナチュラピュリファイ研究所
株式会社ナナコプラス
株式会社ナルミヤ・インターナショナル
株式会社ニールズヤードレメディーズ
株式会社ニコル
株式会社ニッシュインターナショナル
株式会社ニューヨーカー
株式会社ネイチャーズウェイ
株式会社ノイバンシュタイン
株式会社ノエビア
株式会社ノースショア
株式会社ノーリーズ
株式会社バーズ・アソシエーション
株式会社ハーティアコスメティックス
株式会社ハートバーン
株式会社バーニーズ　ジャパン
株式会社バーニッシュカンパニー
株式会社ハーバー研究所
株式会社ハーベスト
株式会社ハーモニープロダクツ
株式会社ハイサイド･コーポレーション
株式会社ハウス オブ ローゼ
株式会社バゲージハンドラーズ
株式会社ハケット ジャパン
株式会社はちや
株式会社パッション
株式会社ハッピーアイ

株式会社ハナエモリ・アソシエイツ
株式会社ハピネス・アンド・ディ
株式会社パブリックスペース
株式会社バリー・ジャパン
株式会社パル
株式会社パルコ
株式会社バルコス
株式会社バルス
株式会社パレットインターナショナル
株式会社バレリー
株式会社バレンシアガジャパン
株式会社バロックジャパンリミテッド
株式会社バンタン
株式会社ビーザ･ワン
株式会社ビギ
株式会社ビキジャパン
株式会社ヒサシホラヤ
株式会社ビッキー
株式会社ビッグジョン
株式会社ヒデ・インターナショナル
株式会社ピナ
株式会社ひなや
株式会社ビューズ
株式会社ビューティーコンテンツファクトリー
株式会社ビューティハウスヘルシー
株式会社ヒューマンジョイン
株式会社ビヨンクール
株式会社ピリカインターナショナルジャパン
株式会社ビルケンシュトックジャパン
株式会社ファーイーストカンパニー
株式会社ファーストフェイス
株式会社ファッションプラザ・サンローゼ
株式会社ファッション須賀
株式会社ファブリカ
株式会社ファミリア
株式会社ファンケル
株式会社フィーゴ
株式会社フィス
株式会社フィッツコーポレーション
株式会社フィット東日本
株式会社フードコスメ
株式会社フォークランド
株式会社フォーナインズ
株式会社フォクシー
株式会社フォッシルジャパン
株式会社フォリフォリジャパン
株式会社フォルテ
株式会社フォルテシモ
株式会社フカシロ
株式会社フジ



株式会社フジショウ
株式会社フジヤ洋品店
株式会社フタタ
株式会社プチバトージャパン
株式会社フランドル
株式会社ブリオーニ ジャパン
株式会社プリズム
株式会社ブルーイッシュ
株式会社ブルームーンブルー
株式会社ブルックス　ブラザーズ　ジャパン
株式会社フレームワークス
株式会社プロ・フィット スポーティング
株式会社プロンプト
株式会社ヘミングス
株式会社ベラディッタ
株式会社ベリテ
株式会社ベルメナーズ
株式会社ポーラ
株式会社ボストン - ナイン
株式会社ボッテガ・ヴェネタ　ジャパン
株式会社ボディーアートジャパン
株式会社ボブソンホールディングス
株式会社ほほえみブレインズ
株式会社ホワイ
株式会社ポンテヴェキオ　ホッタ
株式会社ぼんぬみーぬ
株式会社マ・メール
株式会社マークスアンドウェブ
株式会社マインドウインド
株式会社マグナム
株式会社マッキントッシュジャパン
株式会社マックスアンドコー ジャパン
株式会社マックスマーラジャパン
株式会社マッシュスタイルラボ
株式会社マハリー
株式会社マミーナ
株式会社マリークヮントコスメチックス
株式会社マリナ リナルディ ジャパン
株式会社マルイシューズ
株式会社マルニジャパン
株式会社ミキモト
株式会社ミキモト化粧品東日本販売
株式会社ミスティー・コレクション
株式会社ミューラーン
株式会社ミリオンカラッツ
株式会社ミルク
株式会社ミレーヌ友田
株式会社ムラサキスポーツ
株式会社メイウッド
株式会社メイクアップ

株式会社メゾフォルテ
株式会社メディカライズ
株式会社メテックス
株式会社メルシス
株式会社メルベイユアッシュ
株式会社メルヘン
株式会社メルローズ
株式会社モーダ・クレア
株式会社モード･エ･ジャコモ
株式会社モスキーノ・ジャパン
株式会社モリトモ
株式会社モルフォ
株式会社モンクレールジャパン
株式会社ヤスエイ
株式会社ヤマニ
株式会社ユナイテッドアローズ
株式会社ヨウジヤマモト
株式会社ライオンハート
株式会社ラクラス
株式会社ラグラックス信和
株式会社ラジルマ
株式会社ラッシュジャパン
株式会社ラピーヌ
株式会社ラメール
株式会社ランジェノエル
株式会社リップスター
株式会社リビエラスポーツジャパン
株式会社リフェット
株式会社リンク･セオリー･ジャパン
株式会社リンクス
株式会社ルシェルブルー
株式会社ルック
株式会社ルドーム
株式会社ルル・コンド
株式会社レイ・カズン
株式会社レイジースーザン
株式会社レヴェントン
株式会社レガロ
株式会社レスポートサックジャパン
株式会社レッセ・パッセ
株式会社レナウン
株式会社レリアン
株式会社ロイヤルクラウスハンセン・ジャパン
株式会社ローウェルコーポレーション
株式会社ロートレ・アモン
株式会社ロジェ
株式会社ロッテドットコムジャパン
株式会社ワークス
株式会社ワールド
株式会社ワールドストアパートナーズ



株式会社ワイ･ビー･ジーインターナショナル
株式会社ワイスリー･リテールマネージメント
株式会社ワイレア
株式会社ワコール
株式会社ワコールミネット
株式会社ワン・ビー・ワン
株式会社ワンステップフォワード
株式会社葵パール
株式会社一誠堂
株式会社犬印本舗
株式会社伊予鉄髙島屋
株式会社岩田時計舗
株式会社岩田屋三越
株式会社京扇
株式会社近鉄百貨店
株式会社國枝商店
株式会社佐世保玉屋
株式会社札幌丸井三越
株式会社三峰
株式会社三陽商会
株式会社庄文堂
株式会社千野時計店
株式会社大丸松坂屋セールスアソシエイツ
株式会社大月真珠
株式会社大黒屋
株式会社大沢商会グループ
株式会社大内屋
株式会社髙島屋
株式会社高松三越
株式会社高荘
株式会社千吉良
株式会社長寿乃里
株式会社電通テック
株式会社天満屋
株式会社東急百貨店
株式会社東京印
株式会社東京スタイル
株式会社東京みなみ
株式会社七つの海
株式会社白鳳堂
株式会社函館丸井今井
株式会社花井
株式会社林商事
株式会社阪急阪神百貨店
株式会社福屋
株式会社富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー
株式会社三貴
株式会社三越伊勢丹ホールディングス
株式会社三松
株式会社名鉄百貨店

株式会社芽維
株式会社洋服屋
株式会社林五
株式会社碌山
川辺株式会社
企業組合　ウィメンズネスト
菊正宗酒造株式会社
銀座ステファニー化粧品株式会社
惠山株式会社
合弁会社メゾン キツネ ジャパン
三栄商事株式会社
三共生興ファッションサービス株式会社
資生堂販売株式会社
自由が丘ヒルズアヴェニュー株式会社
住商ブランドマネジメント株式会社
新日本製薬株式会社
進栄物産株式会社
双日インフィニティ株式会社
田中貴金属ジュエリー株式会社
田中興産株式会社
玉一商店株式会社
東レ・ディプロモード株式会社
東京サービス株式会社
東京ブラウス株式会社
桃源郷株式会社
常盤薬品工業株式会社
西川産業株式会社
日本ロレアル株式会社
濱野皮革工藝株式会社
双葉商事株式会社
平和堂貿易株式会社
丸高衣料株式会社
三喜商事株式会社
御木本製薬 株式会社
三崎商事株式会社
三菱マテリアル株式会社
八木通商株式会社
山一株式会社
有限会社 Juliette
有限会社 N2 bold
有限会社 T.COMPANY
有限会社アートマキ
有限会社アジアインダストリーズリミテッド
有限会社アトリエフォルマーレ
有限会社ヴァグリエ
有限会社エスクリム
有限会社エンターテインメント
有限会社オーピー商事
有限会社カラー
有限会社キサス



有限会社クレアヴィレ
有限会社クロマニヨン
有限会社サカイシーアイ
有限会社サンスクエア
有限会社ジェーケーコレクティブ
有限会社ターラ・ブランカ
有限会社たなか
有限会社チャンネルアッシュ
有限会社ディータイムスシー東京
有限会社デルークス
有限会社トリプルアローズ
有限会社ハイブリッジインターナショナル
有限会社ほにや
有限会社モンテローザ
有限会社ルーシーパール
有限会社ルトゥール東京
有限会社ロイヤルアパートメント
有限会社英インターナショナル
有限会社雅夢
有限会社芝企画
有限会社宮尾産業
有限会社明香
勇心酒造株式会社
吉田株式会社
和光株式会社


